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1 2045 加瀬 康博 ｶｾ ﾔｽﾋﾛ 加瀬 健太郎 ｶｾ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:07:18
2 2047 西村 昌記 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｷ 西村 翼沙 ニシムラ ツバサ 千葉県 0:08:10
3 2048 豊嶋 陽介 ﾄﾖｼﾏ ﾖｳｽｹ 豊嶋 陸斗 トヨシマ リクト 千葉県 0:08:11
4 2052 吉田 昭太 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 吉田 太一 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 千葉県 0:08:12
5 2080 石毛 康弘 ｲｼｹﾞ ﾔｽﾋﾛ 石毛 皓士郎 ｲｼｹﾞ ｺｳｼﾛｳ 千葉県 0:08:20
6 2068 吉田 拓美 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 吉田 虹虎丸 ﾖｼﾀﾞ ﾆｺﾏﾙ 千葉県 0:08:24
7 2049 吉田 直矢 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 吉田 海吏 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾘ 千葉県 0:08:36
8 2059 浜城 和彦 ﾊﾏｷ ｶｽﾞﾋｺ 浜城 祐介 ハマキ ユウスケ 千葉県 0:08:39
9 2126 鈴木 徳司 ｽｽﾞｷ ﾄｸｼﾞ 鈴木 尊 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 千葉県 0:08:41

10 2098 清野 祥啓 ｷﾖﾉ ﾖｼﾋﾛ 清野 敦士 ｷﾖﾉ ｱﾂｼ 千葉県 0:08:41
11 2061 鈴木 浩之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 鈴木 出海 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 千葉県 0:08:42
12 2062 山崎 宜大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山崎 竜輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｷ 千葉県 0:08:44
13 2063 石井 建布 ｲｼｲ ﾀﾂﾉﾌﾞ 石井 緩奈 ｲｼｲ ｶﾝﾅ 千葉県 0:08:47
14 2074 岩木 岳衛 ｲﾜｷ ﾀｶﾓﾘ 岩木 琉維 ｲﾜｷ ﾙｲ 千葉県 0:08:52
15 2056 神原 郁実 ｶﾝﾊﾞﾗ ｲｸﾐ 神原 百花 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾓﾓｶ 千葉県 0:08:53
16 2071 矢澤 謙一 ﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 矢澤 翔 ﾔｻﾞﾜ ｶｹﾙ 千葉県 0:08:55
17 2134 印南 佑史 ｲﾝﾅﾐ ﾕｳｼ 印南 開地 インナミ カイチ 千葉県 0:08:59
18 2055 伊藤 敬一 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 伊藤 遥偉 ｲﾄｳ ﾊﾚｲ 千葉県 0:09:00
19 2097 宮内 芳則 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 宮内 嘉大 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:09:01
20 2087 関根 誠 ｾｷﾈ ﾏｺﾄ 関根 陽翔 ｾｷﾈ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:09:02
21 2060 加藤 正吾 ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 加藤 瑠依乃 ｶﾄｳ ﾙｲﾉ 千葉県 0:09:02
22 2053 渡辺 愛斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾄ 渡辺 悠真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 千葉県 0:09:04
23 2094 加藤 卓 ｶﾄｳ ｽｸﾞﾙ 加藤 倖太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 千葉県 0:09:04
24 2064 サング サイモン・トッド ｻﾝｸﾞ ｻｲﾓﾝﾄｯﾄﾞ 塚本 悠真 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 千葉県 0:09:08
25 2088 伊藤 哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:09:10
26 2058 越川 正紀 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 越川 陽介 コシカワ ヨウスケ 千葉県 0:09:12
27 2085 椎名 敏夫 ｼｲﾅ ﾄｼｵ 来栖 優莉 ｸﾙｽ ﾕｳﾘ 千葉県 0:09:18
28 2083 石田 成二 ｲｼﾀﾞ ｾｲｼﾞ 石田 琉衣 ｲｼﾀﾞ ﾙｲ 千葉県 0:09:19
29 2150 金親 宏幸 ｶﾅｵﾔ ﾋﾛﾕｷ 金親 悠登 カナオヤ ハルト 千葉県 0:09:20
30 2065 座古 洋平 ｻﾞｺ ﾖｳﾍｲ 座古 遼生 ｻﾞｺ ﾊﾙｷ 千葉県 0:09:28
31 2075 向後 雄司 ｺｳｺﾞ ﾕｳｼﾞ 向後 結津 ｺｳｺﾞ ﾕﾂﾞ 千葉県 0:09:28
32 2086 石橋 孝行 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 石橋 遥人 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:09:28
33 2114 古家 正人 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 古家 悠満 フルヤ ハルマ 千葉県 0:09:30
34 2118 武井 健次 ﾀｹｲ ｹﾝｼﾞ 武井 佑輔 タケイ ユウスケ 千葉県 0:09:31
35 2120 井上 浩樹 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｷ 井上 恵介 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 千葉県 0:09:32
36 2057 横田 一裕 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 横田 航大 ヨコタ コウダイ 千葉県 0:09:33
37 2054 伊藤 和典 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 伊藤 大乃 イトウ ヒロノ 千葉県 0:09:34
38 2107 秋山 学 ｱｷﾔﾏ 秋山 蓮 ｱｷﾔﾏ 千葉県 0:09:36
39 2077 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 伊藤 瑞希 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 千葉県 0:09:37
40 2066 加瀬 大輔 ｶｾ ﾀﾞｲｽｹ 加瀬 大雅 ｶｾ ﾀｲｶﾞ 千葉県 0:09:40
41 2152 繁倉 幸恵 ｼｹﾞｸﾗ ｻﾁｴ 繁倉 舜 ｼｹﾞｸﾗ ｼｭﾝ 千葉県 0:09:40
42 2288 穴澤 光 ｱﾅｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 穴澤 陽斗 ｱﾅｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:09:44
43 2079 加藤 愛 ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 加藤 來樹 ｶﾄｳ ﾗｲｼﾞｭ 千葉県 0:09:45
44 2076 向後 尚美 ｺｳｺﾞ ﾅｵﾐ 向後 芯之介 ｺｳｺﾞ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県 0:09:46
45 2051 高埜 和也 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾔ 林 愛翔 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾄ 千葉県 0:09:47
46 2113 本橋 史博 ﾓﾄﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ 本橋 宗一郎 ﾓﾄﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 0:09:52
47 2153 中原 星夢 ﾅｶﾊﾗ ｺｽﾓ 中原 麻惺 ナカハラ マノア 千葉県 0:09:53
48 2050 飯田 倫子 ｲｲﾀﾞ ﾐﾁｺ 飯田 颯介 ｲｲﾀﾞ ｿｳｽｹ 千葉県 0:09:54
49 2046 富樫 勇介 ﾄｶﾞｼ ﾕｳｽｹ 富樫 由梨枝 トガシ ユリエ 千葉県 0:09:55
50 2101 宮澤 聡 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾄｼ 宮澤 咲葉 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷﾊ 千葉県 0:09:59
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51 2093 仲村 吉雄 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｵ 仲村 空大 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 千葉県 0:10:00
52 2073 網中 貴仁 ｱﾐﾅｶ ﾀｶﾋﾄ 網中 愛友 ｱﾐﾅｶ ｱﾕ 千葉県 0:10:02
53 2155 加瀬 宏美 ｶｾ ﾋﾛﾐ 加瀬 力翔 ｶｾ ﾘｷﾄ 千葉県 0:10:03
54 2115 野口 謙二郎 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 野口 智大 ノグチ トモヒロ 千葉県 0:10:05
55 2275 庄司 俊介 ｼｮｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 庄司 朝陽 ｼｮｳｼﾞ ｱｻﾋ 千葉県 0:10:08
56 2069 吉田 舞 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 吉田 拓真 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉県 0:10:09
57 2274 大橋 樹夫 ｵｵﾊｼ ﾐｷｵ 大橋 衛介 ｵｵﾊｼ ｴｲｽｹ 千葉県 0:10:10
58 2119 髙安 忠廣 ﾀｶﾔｽ ﾀﾀﾞﾋﾛ 髙安 美柚 タカヤス ミユ 千葉県 0:10:12
59 2277 島田 克康 ｼﾏﾀﾞ ｶﾂﾔｽ 島田 蒼茉 ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 千葉県 0:10:15
60 2141 齊藤 史紀 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 齊藤 李皇 ｻｲﾄｳ ﾘﾄﾑ 千葉県 0:10:21
61 2162 水野 裕樹 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｷ 水野 航佑 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｽｹ 千葉県 0:10:23
62 2291 林 英明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 林 清人 ﾊﾔｼ 千葉県 0:10:24
63 2145 伊藤 千秋 ｲﾄｳ ﾁｱｷ 伊藤 結唯 ｲﾄｳ ﾕｲ 千葉県 0:10:26
64 2151 繁倉 裕二 ｼｹﾞｸﾗ ﾕｳｼﾞ 繁倉 諒 ｼｹﾞｸﾗ ﾘｮｳ 千葉県 0:10:28
65 2140 石井 夕佳 ｲｼｲ ﾕｶ 石井 夢乃 ｲｼｲ ﾕﾉ 千葉県 0:10:29
66 2130 岡本 美穂 ｵｶﾓﾄ ﾐﾎ 柴 樹希 ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 千葉県 0:10:30
67 2111 向後 好枝 ｺｳｺﾞ ﾖｼｴ 向後 明津 ｺｳｺﾞ ｱﾂﾞ 千葉県 0:10:31
68 2124 伊藤 丈史 ｲﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 伊藤 亮 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 千葉県 0:10:31
69 2095 吉井 純一 ﾖｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 吉井 小太郎 ﾖｼｲ ｺﾀﾛｳ 千葉県 0:10:33
70 2137 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 鈴木 頼人 ｽｽﾞｷ ﾖﾘﾄ 千葉県 0:10:33
71 2081 長谷川 雅和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 長谷川 凌成 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｾｲ 千葉県 0:10:35
72 2147 伊藤 勝男 ｲﾄｳ ｶﾂｵ 伊藤 玲於 ｲﾄｳ ﾚｵ 千葉県 0:10:35
73 2144 橋間 丈朋 ﾊｼﾏ ﾀｹﾄﾓ 橋間 美桜 ﾊｼﾏ ﾐｵｳ 千葉県 0:10:35
74 2154 小堀 奨 ｺﾎﾞﾘ ｽｽﾑ 小堀 蒼介 ｺﾎﾞﾘ ｿｳｽｹ 千葉県 0:10:37
75 2290 伊藤 梢冴 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 伊藤 桜芽 ｲﾄｳ ｵｳｶﾞ 千葉県 0:10:38
76 2160 内藤 朗 ﾅｲﾄｳ 内藤 実優 ﾅｲﾄｳ 千葉県 0:10:39
77 2108 嶋田 和晃 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 嶋田 蒼士 ｼﾏﾀﾞ ｿｳｼ 千葉県 0:10:44
78 2127 柴田 憲太朗 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 柴田 桜希 ｼﾊﾞﾀ ｻｷ 千葉県 0:10:46
79 2138 滑川 裕樹 ﾅﾒｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 滑川 穂乃果 ナメガワ ホノカ 千葉県 0:10:46
80 2246 鈴木 亜弥 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 鈴木 絢心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ 千葉県 0:10:47
81 2212 加瀬 由香里 ｶｾ ﾕｶﾘ 加瀬 香陽 カセ コハル 千葉県 0:10:51
82 2198 宍倉 貴紀 ｼｼｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 宍倉 唯斗 ｼｼｸﾗ ﾕｲﾄ 千葉県 0:10:52
83 2180 野田 理沙 ﾉﾀﾞ ﾘｻ 野田 尚聖 ﾉﾀﾞ ﾀｶﾄ 千葉県 0:10:53
84 2213 小林 美裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 小林 琉維 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 千葉県 0:10:53
85 2161 川口 泰敬 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 川口 遼磨 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 千葉県 0:10:54
86 2135 菅谷 善久 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾋｻ 菅谷 琉 スガヤ リュウ 千葉県 0:10:56
87 2174 木村 宏美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 木村 康樹 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 千葉県 0:10:58
88 2102 小松 友徳 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 小松 愛和 ｺﾏﾂ ｱｲﾅ 千葉県 0:10:59
89 2099 細谷 祐司 ﾎｿﾔ ﾕｳｼﾞ 細谷 愛莉 ﾎｿﾔ ｱｲﾘ 千葉県 0:11:04
90 2123 長町 鉄平 ﾅｶﾞﾏﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 長町 泰志 ナガマチ タイシ 千葉県 0:11:06
91 2156 伊藤 弘之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 伊藤 千晴 ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 千葉県 0:11:07
92 2133 平塚 幸子 ﾋﾗﾂｶ ﾕｷｺ 平塚 万優椛 ﾋﾗﾂｶ ﾏﾕｶ 千葉県 0:11:08
93 2207 度会 勝利 ﾜﾀﾗｲ ｶﾂﾄｼ 度會 惇人 ワタライ アツト 千葉県 0:11:10
94 2143 石田 裕一 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 石田 望椛 ｲｼﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 千葉県 0:11:10
95 2234 近藤 雄太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 近藤 颯馬 コンドウ ソウマ 千葉県 0:11:11
96 2096 越川 永敬 ｺｼｶﾜ ﾅｶﾞﾖｼ 越川 大誠 ｺｼｶﾜ ﾀｲｾｲ 千葉県 0:11:12
97 2070 長谷川 裕美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾐ 長谷川 智那 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾅ 千葉県 0:11:16
98 2272 鈴木 陽平 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 鈴木 陸斗 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 千葉県 0:11:17
99 2175 木村 友隆 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 木村 仁湖 ｷﾑﾗ ﾆｺ 千葉県 0:11:18

100 2255 伊藤 真沙美 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ 伊藤 蓮月 ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 千葉県 0:11:18

2020/02/02



第31回 旭市飯岡しおさいマラソン大会

2km親子（市内）

Print: 2020/02/05 11:49:50 3 / 5 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 子供氏名 子供氏名(ｶﾅ) 県 名 タイム

101 2192 小澤 和市 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｲﾁ 小澤 昇真 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 千葉県 0:11:19
102 2200 木内 護 ｷｳﾁ ﾏﾓﾙ 木内 真鶴 ｷｳﾁ ﾏﾂﾙ 千葉県 0:11:20
103 2294 伊東 麻子 ｲﾄｳ ｱｻｺ 伊東 千輝 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 千葉県 0:11:28
104 2139 加瀬 洋 ｶｾ ﾋﾛｼ 加瀬 琥哲 ｶｾ ｺﾃﾂ 千葉県 0:11:32
105 2237 関根 琢美 ｾｷﾈ ﾀｸﾐ 関根 陽太 ｾｷﾈ ﾋﾅﾀ 千葉県 0:11:33
106 2298 丸山 雄介 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｽｹ 丸山 王雅 ﾏﾙﾔﾏ ｵｳｶﾞ 千葉県 0:11:33
107 2278 鵜澤 智也 ｳｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 鵜澤 颯真 ｳｻﾞﾜ ｿｳﾏ 千葉県 0:11:34
108 2245 宮内 祐弥 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾔ 宮内 楓真 ﾐﾔｳﾁ ﾌｳﾏ 千葉県 0:11:37
109 2265 飯田 弘志 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｼ 飯田 利弥 ｲｲﾀﾞ ﾄｼﾔ 千葉県 0:11:39
110 2158 細谷 素子 ﾎｿﾔ ﾓﾄｺ 細谷 芽生 ﾎｿﾔ ﾒｲ 千葉県 0:11:39
111 2224 寺井 洋道 ﾃﾗｲ ﾋﾛﾐﾁ 加瀬 琴友里 ｶｾ ｺﾕﾘ 千葉県 0:11:40
112 2189 鈴木 恵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 鈴木 薫 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 千葉県 0:11:40
113 2273 鈴木 彩 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 鈴木 もえ ｽｽﾞｷ ﾓｴ 千葉県 0:11:41
114 2191 五木田 亮 ｺﾞｷﾀ ﾘｮｳ 五木田 結愛 ｺﾞｷﾀ ﾕｱ 千葉県 0:11:42
115 2280 加瀬 輝利 ｶｾ ﾃﾙﾄｼ 加瀬 大地 ｶｾ 千葉県 0:11:44
116 2132 椎名 郁人 ｼｲﾅ ｲｸﾄ 椎名 瑠乃 ｼｲﾅ ﾙﾉ 千葉県 0:11:46
117 2293 菱木 真奈美 ﾋｼｷ ﾏﾅﾐ 菱木 凛 ﾋｼｷ ﾘﾝ 千葉県 0:11:47
118 2268 石毛 雅子 ｲｼｹﾞ ﾏｻｺ 石毛 葵 イシゲ アオイ 千葉県 0:11:48
119 2282 石毛 あゆみ ｲｼｹﾞ ｱﾕﾐ 石毛 望愛 ｲｼｹﾞ ﾉｱ 千葉県 0:11:49
120 2266 川島 めぐみ ｶﾜｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 川島 大弥 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾔ 千葉県 0:11:51
121 2142 長町 紗代子 ﾅｶﾞﾏﾁ ｻﾖｺ 長町 翔 ナガマチ カケル 千葉県 0:11:52
122 2159 白 衣香 ｼﾗﾄ ｷﾇｶ 白 萌々夏 ｼﾗﾄ ﾓﾓｶ 千葉県 0:11:52
123 2089 関 尚之 ｾｷ ﾅｵﾕｷ 関 恵伍 ｾｷ ｹｲｺﾞ 千葉県 0:11:52
124 2233 越川 岳義 ｺｼｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 越川 輝大 コシカワ コウダイ 千葉県 0:11:53
125 2167 押尾 宏奈 ｵｼｵ ﾋﾛﾅ 押尾 美波 ｵｼｵ ﾐｲﾅ 千葉県 0:11:53
126 2267 小関 秀和 ｺｾｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 小関 湊 コセキ ミナト 千葉県 0:11:53
127 2223 寺井 友美 ﾃﾗｲ ﾄﾓﾐ 寺井 莉穂 ﾃﾗｲ ﾘﾎ 千葉県 0:11:53
128 2202 柴田 京子 ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳｺ 柴田 達朗 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾛｳ 千葉県 0:11:54
129 2242 渡辺 佳代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾖｺ 渡辺 羽奈香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅｶ 千葉県 0:11:55
130 2146 小山 智美 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾐ 小山 弘貴 ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 0:11:59
131 2117 林 禎和 ﾊﾔｼ ｻﾀﾞｶｽﾞ 林 壱和 ハヤシ イチカ 千葉県 0:12:00
132 2206 島田 裕利子 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾘｺ 島田 大馳 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 0:12:02
133 2100 岡崎 哲晃 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂｱｷ 岡崎 琉海 ｵｶｻﾞｷ ﾙｱ 千葉県 0:12:06
134 2163 平塚 憲一 ﾋﾗﾂｶ ｹﾝｲﾁ 平塚 悠太郎 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 0:12:07
135 2157 向後 伸江 ｺｳｺﾞ ﾉﾌﾞｴ 向後 あかり ｺｳｺﾞ ｱｶﾘ 千葉県 0:12:08
136 2105 加瀬 徳子 ｶｾ ﾉﾘｺ 加瀬 歩武 ｶｾ ｱﾕﾑ 千葉県 0:12:09
137 2164 佐久間 喜広 ｻｸﾏ ﾖｼﾋﾛ 佐久間 由奈 ｻｸﾏ ﾕﾅ 千葉県 0:12:11
138 2193 相沢 弘幸 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 相沢 花音 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 千葉県 0:12:12
139 2125 伊藤 孝幸 ｲﾄｳ 伊藤 雅姫 ｲﾄｳ 千葉県 0:12:17
140 2179 長谷川 祐太 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長谷川 璃明 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｱ 千葉県 0:12:22
141 2204 大橋 隆仁 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾄ 大橋 由愛 ｵｵﾊｼ ﾕｱ 千葉県 0:12:23
142 2263 小山 由佳 ｺﾔﾏ ﾕｶ 小山 颯介 ｺﾔﾏ ｿｳｽｹ 千葉県 0:12:28
143 2243 髙木 智勝 ﾀｶｷﾞ 髙木 萌衣 ﾀｶｷﾞ 千葉県 0:12:29
144 2187 並木 寿広 ﾅﾐｷ ﾄｼﾋﾛ 並木 來夢 ﾅﾐｷ ﾗｲﾑ 千葉県 0:12:31
145 2279 川田 浩一 ｶﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ 川田 悠月 ｶﾜﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 千葉県 0:12:31
146 2121 堀川 達生 ﾎﾘｶﾜ ﾀﾂｵ 堀川 凱生 ﾎﾘｶﾜ ｶｲｾｲ 千葉県 0:12:32
147 2220 三条 惇史郎 ｻﾝｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｼﾛｳ 三条 颯太郎 ｻﾝｼﾞｮｳ ｿｳﾀﾛｳ 千葉県 0:12:33
148 2258 玉田 サヤカ ﾀﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 玉田 遥 ﾀﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 千葉県 0:12:34
149 2249 伊藤 規子 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 伊藤 悠人 ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 千葉県 0:12:34
150 2182 菱木 洋平 ﾋｼｷ ﾖｳﾍｲ 菱木 颯斗 ﾋｼｷ ﾊﾔﾄ 千葉県 0:12:35
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151 2257 小関 昌代 ｺｾｷ ﾏｻﾖ 小関 陽葵 ｺｾｷ ﾋﾏﾘ 千葉県 0:12:37
152 2166 吉田 智美 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ 吉田 美空太 ﾖｼﾀﾞ ﾐｸﾀ 千葉県 0:12:39
153 2178 長谷川 紀子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 長谷川 碧也 ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 千葉県 0:12:41
154 2149 永井 康子 ﾅｶﾞｲ ﾔｽｺ 永井 渚紗 ﾅｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 千葉県 0:12:50
155 2116 林 聖純 ﾊﾔｼ ｷﾖｽﾐ 林 栞和 ハヤシ カンナ 千葉県 0:12:51
156 2195 石島 沙弥香 ｲｼｼﾞﾏ ｻﾔｶ 石島 聖愛 ｲｼｼﾞﾏ ｾﾅ 千葉県 0:12:56
157 2281 関 敦夫 ｾｷ 関 美波 ｾｷ 千葉県 0:12:56
158 2211 土屋 愛 ﾂﾁﾔ ｱｲ 土屋 守優 ツチヤ シュウ 千葉県 0:12:57
159 2172 宮内 瞳 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾄﾐ 宮内 渚 ﾐﾔｳﾁ ﾅｷﾞｻ 千葉県 0:12:58
160 2264 関根 美紀子 ｾｷﾈ ﾐｷｺ 関根 朋花 ｾｷﾈ ﾄﾓｶ 千葉県 0:13:00
161 2228 飯島 陽子 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｳｺ 飯島 煌太 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀ 千葉県 0:13:05
162 2131 星野 雄輔 ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ 星野 斗愛 ﾎｼﾉ ﾄｱ 千葉県 0:13:06
163 2244 石毛 里美 ｲｼｹﾞ ｻﾄﾐ 石毛 敬二朗 ｲｼｹﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 千葉県 0:13:07
164 2177 石 沙央里 ｲｼﾊﾞｼ ｻｵﾘ 石 柑奈 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾝﾅ 千葉県 0:13:10
165 2184 高橋 彩子 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ 高橋 うらら ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 千葉県 0:13:11
166 2185 宮内 綾子 ﾐﾔｳﾁ ｱﾔｺ 宮内 千菜美 ﾐﾔｳﾁ ﾁﾅﾐ 千葉県 0:13:12
167 2197 秋山 美由紀 ｱｷﾔﾏ ﾐﾕｷ 秋山 美月 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 千葉県 0:13:15
168 2188 栁 拓也 ﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾔ 栁 瑠夢 ﾔﾅｷﾞ ﾙｲ 千葉県 0:13:16
169 2289 米本 孝之 ﾖﾈﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 米本 蒼空 ﾖﾈﾓﾄ ｿﾗ 千葉県 0:13:16
170 2284 山口 泰弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 山口 諒眞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 千葉県 0:13:17
171 2165 石橋 真寿美 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｽﾐ 石橋 結人 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｲﾄ 千葉県 0:13:19
172 2254 小長谷 千沙都 ｺﾊｾ ﾁｻﾄ 小長谷 璃々沙 ｺﾊｾ ﾘﾘｻ 千葉県 0:13:20
173 2209 君島 健二 ｷﾐｼﾏ ｹﾝｼﾞ 君島 空羽 キミシマ クウ 千葉県 0:13:20
174 2300 戸村 裕子 ﾄﾑﾗ ﾕｳｺ 戸村 卓眞 ﾄﾑﾗ ﾀｸﾏ 千葉県 0:13:21
175 2129 柴 利矢子 ｼﾊﾞ ﾘﾔｺ 柴 篤希 ｼﾊﾞ ｱﾂｷ 千葉県 0:13:22
176 2181 菅谷 多美子 ｽｶﾞﾔ ﾀﾐｺ 菅谷 凛 ｽｶﾞﾔ ﾘﾝ 千葉県 0:13:22
177 2106 吉田 あや子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 吉田 夏那斗 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾄ 千葉県 0:13:23
178 2299 飯塚 智也 ｲｲﾂｶ ﾄﾓﾔ 飯塚 望結 ｲｲﾂｶ ﾐﾕ 千葉県 0:13:25
179 2169 網中 恵美 ｱﾐﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 網中 友真 ｱﾐﾅｶ ﾄｳﾏ 千葉県 0:13:26
180 2199 髙 恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 髙 大和 ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ 千葉県 0:13:27
181 2250 平野 千夏 ﾋﾗﾉ ﾁﾅﾂ 平野 雫月 ﾋﾗﾉ ｼﾂﾞｷ 千葉県 0:13:27
182 2208 向後 新治 ｺｳｺﾞ ｼﾝｼﾞ 向後 陽々咲 コウゴ ヒビキ 千葉県 0:13:27
183 2171 増永 久美子 ﾏｽﾅｶﾞ ｸﾐｺ 増永 侑和 ﾏｽﾅｶﾞ ﾕｳﾜ 千葉県 0:13:31
184 2283 藤代 好美 ﾌｼﾞｼﾛ ﾖｼﾐ 藤代 琴葉 ﾌｼﾞｼﾛ ｺﾄﾊ 千葉県 0:13:31
185 2221 高橋 智子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 高橋 梨心 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 千葉県 0:13:34
186 2194 髙野 稔 ﾀｶﾉ ﾐﾉﾙ 髙野 日比希 ﾀｶﾉ ﾋﾋﾞｷ 千葉県 0:13:36
187 2270 飯笹 勉 ｲｲｻﾞｻ ﾂﾄﾑ 飯笹 心結 イイザサ ミユウ 千葉県 0:13:38
188 2091 加瀬 勝夫 ｶｾ ｶﾂｵ 冨川 晴幸 ﾄﾐｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 千葉県 0:13:39
189 2168 太田 美保 ｵｵﾀ ﾐﾎ 太田 美喜 ｵｵﾀ ﾐｷ 千葉県 0:13:40
190 2112 髙橋 裕也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 髙橋 篤人 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾄ 千葉県 0:13:41
191 2238 寺門 真吾 ﾃﾗｶﾄﾞ ｼﾝｺﾞ 寺門 樹乃 テラカド キノ 千葉県 0:13:46
192 2253 新井 玲子 ｱﾗｲ ﾚｲｺ 新井 航 ｱﾗｲ ｺｳ 千葉県 0:13:49
193 2214 飯笹 雅史 ｲｲｻｻ ﾏｻｼ 飯笹 秋月 ｲｲｻｻ ｱﾂｷ 千葉県 0:13:49
194 2103 宮﨑 謙次 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 宮﨑 一眞 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 千葉県 0:13:50
195 2232 石井 賢一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 石井 真月莉 イシイ マツリ 千葉県 0:13:53
196 2205 千本松 伸太郎 ｾﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ 千本松 勇仁 ｾﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ﾕｳｼﾞﾝ 千葉県 0:13:56
197 2203 鈴木 一成 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 鈴木 美羽 ｽｽﾞｷ ﾐﾜ 千葉県 0:14:08
198 2230 横田 菜々恵 ﾖｺﾀ ﾅﾅｴ 横田 拓帆 ﾖｺﾀ ﾀｸﾎ 千葉県 0:14:19
199 2215 相沢 一宏 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 相沢 栞愛 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 千葉県 0:14:20
200 2170 髙安 祐希子 ﾀｶﾔｽ ﾕｷｺ 髙安 真緒 タカヤス マオ 千葉県 0:14:26
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201 2231 大木 三枝子 ｵｵｷ ﾐｴｺ 大木 葵唯 ｵｵｷ ｱｵｲ 千葉県 0:14:26
202 2210 水野 江里 ﾐｽﾞﾉ ｴﾘ 水野 来望 ミズノ クルミ 千葉県 0:14:30
203 2271 木脇 良枝 ｷﾜｷ ﾖｼｴ 木脇 ゆず ｷﾜｷ ﾕｽﾞ 千葉県 0:14:36
204 2262 寺田 瞳 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾄﾐ 寺田 刻之助 ﾃﾗﾀﾞ ﾄｷﾉｽｹ 千葉県 0:14:37
205 2248 向後 友香 ｺｳｺﾞ ﾕｶ 向後 里紗 ｺｳｺﾞ ﾘｻ 千葉県 0:14:38
206 2285 飯島 直樹 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｷ 飯島 寧々 ｲｲｼﾞﾏ ﾈﾈ 千葉県 0:14:44
207 2286 飯島 恵美 ｲｲｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 飯島 小琴 ｲｲｼﾞﾏ ｺﾄ 千葉県 0:14:46
208 2222 白 忍 ｼﾗﾄ ｼﾉﾌﾞ 白 乃々華 千葉県 0:15:08
209 2136 林 薫 ﾊﾔｼ ｶｵﾙ 林 和玖人 ハヤシ ワクト 千葉県 0:15:23
210 2227 鈴木 茜 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 鈴木 結日 ｽｽﾞｷ ﾑｽﾋﾞ 千葉県 0:15:30
211 2219 伊東 浩治 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 秋山 駿 ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝ 千葉県 0:15:38
212 2183 石田 史乃 ｲｼﾀﾞ ｼﾉ 石田 愛奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 千葉県 0:15:39
213 2251 滝野 梨紗 ﾀｷﾉ ﾘｻ 滝野 咲來 ﾀｷﾉ ｻﾗ 千葉県 0:15:39
214 2240 溝部 智子 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾄﾓｺ 溝部 悠矢 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉県 0:16:00
215 2239 向後 高志 ｺｳｺﾞ ﾀｶｼ 向後 実香 コウゴ ミカ 千葉県 0:16:04
216 2225 小澤 康代 ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾖ 小澤 陽仁 ｵｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 千葉県 0:16:28
217 2260 花香 真菜 ﾊﾅｶ ﾏﾅ 花香 咲茉 ﾊﾅｶ ｴﾏ 千葉県 0:16:29
218 2196 石田 志織 ｲｼﾀﾞ ｼｵﾘ 石田 心汰朗 ｲｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 千葉県 0:16:39
219 2226 伊藤 智美 ｲﾄｳ ｻﾄﾐ 伊藤 由衣 ｲﾄｳ ﾕｲ 千葉県 0:17:18
220 2247 鈴木 喬大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 鈴木 結人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 千葉県 0:17:40
221 2252 林 直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 林 香穂 ﾊﾔｼ ｶﾎ 千葉県 0:17:41
222 2229 大橋 英里 ｵｵﾊｼ ｴﾘ 大橋 尋斗 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:18:00
223 2287 穴澤 綾 ｱﾅｻﾞﾜ ｱﾔ 穴澤 桜亮 ｱﾅｻﾞﾜ ｵｳｽｹ 千葉県 0:18:00
224 2190 五木田 彩夏 ｺﾞｷﾀ ｱﾔｶ 五木田 毅 ｺﾞｷﾀ ﾂﾖｼ 千葉県 0:18:02
225 2297 並木 幸子 ﾅﾐｷ ｻﾁｺ 並木 歩夢 ﾅﾐｷ ｱﾕ 千葉県 0:19:13
226 2241 増永 千成実 ﾏｽﾅｶﾞ ﾁﾅﾐ 増永 陽心 ﾏｽﾅｶﾞ ﾋﾅﾄ 千葉県 0:19:44
227 2259 小関 友和 ｺｾｷ ﾄﾓｶｽﾞ 小関 海結 ｺｾｷ ﾐﾕｳ 千葉県 0:20:07
228 2269 齊藤 雅幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 齊藤 慎士 サイトウ シンジ 千葉県 0:20:23
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